県管理全河川における水害リスク調査について
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近年、中小河川において、想定を超える浸水被害が頻発しており、洪水予報河川･水位周知河川
に限らず、河川氾濫に対する水害リスクを把握することが急務となっている。
本調査は、群馬県内の全ての河川を対象に、山地部および平地部の洪水特性に応じた異なる
浸水解析モデルを構築し、国土地理院の地形データ等をもとに氾濫解析を行い、想定最大規模
及び計画規模の降雨により洪水が発生した際に、浸水が想定される区域を「群馬県水害リスク
想定マップ」として整理したものである。
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そこで、本調査は、群馬県内の全ての河川を対象に、
山地部および平地部の洪水特性を踏まえた浸水解析モデ
ルを構築し、洪水時に浸水が想定される地域を把握する
ことにより、県内全域における水害リスクを明らかにす
るものである。

1. 背景・目的
平成27年水防法改正により「想定し得る最大規模の降
雨」に基づく洪水浸水想定区域の作成が義務付けられた
ことから、群馬県では、平成29年度までに県が管理する
洪水予報河川･水位周知河川（全19河川）における洪水
浸水想定区域図を作成し、指定･公表を行った。
一方、平成28年台風10号では、岩手県小本川で甚大な
被害が発生するなど、都市部の洪水予報河川･水位周知
河川に限らず、山地部の中小河川においても河川氾濫に
対する水害危険性が高まっている。

2. 調査概要
(1) 調査対象河川
洪水予報河川･水位周知河川（県管理19河川）の指定
区間を除く、県管理全河川（428河川、約2,686km）を対

図-1 調査対象河川
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図-2 圏域分割図

図-4 航空レーザー測量（LP）整備状況

型洪水の特性がある。
そこで、山地部、平地部それぞれで異なる浸水解析モ
デルを構築した。（図-3参照）

3. 技術検討会の設置
本調査は、全国に先行事例も少なく、県独自の手法に
よる検討であったことから、調査方法や実施手順、解析
モデルの妥当性や精度検証、得られたリスクの表現方法
図-3 浸水解析モデル概要
などの専門的事項について助言を得るため、3名の学識
経験者からなる技術検討会を設置した。
技術検討会は、調査の進捗に応じ計3回実施し、実際
象とした。（図-1参照）
に想定される洪水氾濫現象を数値解析で表現する上での
調査単位は、河川整備計画の策定単位や地域特性を考
慮し、県内主要河川の流域ごとに県内10圏域に分割した。 技術的な工夫、解析結果を今後の防災業務に活用するた
めの様々なアドバイスなど、貴重なご意見を頂いた。
（図-2参照）
また、各圏域において、河床勾配が1/100より大きく
なる上流域を山地河川、それ以外は平地河川として扱う
4. 山地河川モデルの構築
こととした。
(1) 浸水解析モデル
山地河川については、図-4に示す国土地理院の数値標
(2) 浸水解析モデル概要
高データや国土交通省の航空レーザー測量データ等を用
群馬県内の河川の状況をみると、山地部では堤防がな
いて、10mメッシュの地盤高を表現し、河川と流域を一
く掘込河道が殆どであるのに対し、平地部では堤防を有
体のモデルとして解析を行った。
する河川となっている。
解析モデルでは、地下浸透は考慮せず、各メッシュに
洪水時には、山地部では氾濫した洪水流が河川に沿っ
降雨を与え、平面二次元不定流により解析を行った。
て流下する流下型洪水の特性があり、平地部では堤防の
（図-5参照）
決壊などにより氾濫した洪水流が氾濫原に拡散する拡散
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図-5 山地河川モデル
1)
図-6 水深に応じた粗度係数
山地河川モデルの構築にあたっては、代表的な流域で
再現検証を行い、粗度係数n=2.0とした。但し、河道部
については、流域に比べ流速が大きくなることを考慮し、
u u2 v 2
解析初期値として粗度係数n=0.07とした。さらに、水深
F x g n2
h 1/ 3
に応じて粗度係数を変化させた。（図-6参照）
v u2 v 2
また、流域内の水位観測所における常時水位から基底
F y g n2
h 1/ 3
流量を推定し、河道上流部へ初期流量を与えた。
以下に、平面二次元不定流による計算式を示す。（図
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u：深さ方向に平均したx方向の流速
v：深さ方向に平均したy方向の流速
h：水深
H：水位
M：x方向の流量フラックス
N：y方向の流量フラックス

＜基礎方程式＞
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(2) ダムモデル
山地河川流域に位置する治水ダムについては、洪水調
節を考慮する必要があり、二次元不定流モデルでは表現
できないため、ダム貯水池を別途モデル化した。
図-8に示すように、山地河川モデルにより、ダム貯水
池に流入するダム流入量を計算し、既存ダムのH-V（貯

(1b)

ここで、摩擦抵抗力としてクーロンの摩擦力にマニン
グ型の抵抗則を付加したものは次の式（1c,1d）

図-7 基礎方程式の差分化

図-8 ダムモデル
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図-9 山地河川モデル・流量再現計算結果

図-10 山地河川モデル・水位再現計算結果

（碓氷川･西尾水位観測所）

（碓氷川･西尾水位観測所）

ータのない河川については国土地理院の5mメッシュ地
盤高から横断データを作成した。

水位－貯水量）、H-Q（貯水位－放流量）を用い、算出
された放流量をダム堤体直下のメッシュへ流入させるこ
ととした。
(3) モデルの検証
解析条件の設定にあたっては、過去の洪水記録を有す
る代表的な流域を3つ抽出し、再現計算によりモデルの
妥当性を確認した。（図-9、図-10参照）

(2) モデルの検証
平地河川モデルについても、代表的な流域を2つ抽出
し、各水位観測所において、水位の再現性を検証した。
その結果、実績とほぼ一致していることを確認した。
（図-11参照）

5. 平地河川モデルの構築

6. 降雨設定

(1) 浸水解析モデル
平地河川については、国土交通省の洪水浸水想定区域
図作成マニュアル2)に基づき、貯留関数法等により流域
の流出量を算出し、それを河道モデルに与え、河道内の
水位を計算し、計画高水位を超えた場合に、その箇所か
ら堤内地へ氾濫するものとした。解析に用いた粗度係数
や流出係数は、主要河川の流域ごとに、洪水浸水想定区
域図を作成した時と同じものを用いた。
河道データは、既存の横断測量データを活用した。デ

水防法に基づく洪水浸水想定区域と同様に、「想定最
大規模」および「計画規模」を設定した。
(1) 山地河川モデルの降雨設定
a) 想定最大規模
国土交通省の外力設定マニュアル3)に基づき圏域の面
積から算出した24時間雨量
b) 計画規模
県内7観測所の降雨強度式における各圏域主要河川の
計画規模の24時間雨量
(2) 平地河川モデルの降雨設定
a) 想定最大規模
合流する水位周知河川の洪水浸水想定区域モデルで設
定された想定最大規模降雨
b) 計画規模
合流する水位周知河川の洪水浸水想定区域モデルで設
定された計画規模降雨

図-11 平地河川モデル・水位再現計算結果
（桐生川・上久方水位観測所）
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図-12 浸水区域の表現
図-13 群馬県水害リスク想定マップ

7. 浸水解析結果
(1) 浸水区域の表現
河川の水害リスクを適切に評価するため、洪水浸水想
定区域、山地河川モデル、平地河川モデルの解析結果を
図-12のとおり重ね合わせた。
(2) 群馬県水害リスク想定マップ（想定最大規模）
本調査による浸水解析結果を踏まえ、県では県全域に
おいて浸水が想定される区域を、群馬県水害リスク想定
マップとして公表した。（図-13参照）

8. 水害リスク分析の事例

図-14 降雨-水位ピーク時間差の出力例

山地河川モデルでは、二次元不定流解析により、各メ
ッシュの浸水深を時系列で捉えていることから、与えた
降雨のピークと、各メッシュの浸水深のピークとの時間
差から、降雨影響が河川水位の上昇として現れるまでの
速さを水害リスクとして分析した。また、各メッシュの
浸水深の上昇速度を整理し、洪水時に急激な水位上昇の
恐れがある河川の区間を明らかにした。（図-14、図-15
参照）

9. 今後の取組
本調査で明らかにした水害リスク情報については、今
後、県内全ての市町村を構成員とする「河川氾濫に関す
る群馬県減災対策協議会」を通じて、市町村や国等関係
機関と情報を共有し、大規模水害に対する減災対策を確
実に進めていく。
具体的な取組としては、洪水時の避難判断に特化した
危機管理型水位計の配置計画や、水位周知河川の追加指
定に向けた候補河川の選定等に活用する。また、水災の
危険を広く住民等に周知させる必要があることから、市
町村が作成する洪水ハザードマップへの水害リスク情報
の反映等、積極的に働きかけていきたい。

図-15 水位上昇速度の出力例
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